
 
卓話者 細川 剛さん（東新部部長） 
部長主題 
「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」)

活動方針 および 計画 
（1）活動方針 

各クラブの会員増強と活動へのチャレンジに  
 東新部の仲間として楽しみながら協働と共感をも 
 って支えあい、「ワクワク」する東新部を目指す。 
（2）活動計画（重点取組み課題） 

  ◇ＣＳ/Ｙサ活動への強化奨励と部しての支援 
   新たなＣＳ活動の開発と支援 
   他クラブＣＳ/Ｙサ事業への参加奨励・クラブ 

間の協力の推進 
  ◇ユース活動の支援 
   各クラブのユース活動支援とクラブの枠を超 
    えたユース活動の展開 
  ◇クラブの活性化 
   各事業活動および国際・国内各大会への協力と 

交流を通じたクラブの活性化、新メンバー 
加入に向けての支援 

   会員増強目標(部で 20 名純増)達成へ向けて 

 

６月例会記録 

 
 
 

か“TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVEＲY ＲIGHT” 

東京目黒ワイズメンズクラブ 

ホームページ： http://www.asahi-net.or.jp/~uu9y-ktu/index.html 

E-mail：   meguro-ys@yahoogroups.jp 

156-0051 世田谷区宮坂 3-23-2 東京 YMCA 南センター ＴEL 03-3420-5361    FAX 03-3420-5363  

          ２０１６年 ７月号 Ｎｏ．５９９ 

 

会   長 村野 繁 Ｅ Ｍ Ｃ 村野絢子 

副 会 長 村野絢子 ブリテン 福島  正（編集） 

書  記 福島 正 ブリテン 村野  繁（印刷） 

会  計 根本幸子 担当主事 山梨雄一 

 ７月の強調月間  今 
月 
の 
聖 
句 

 父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなた
の内にいるように、すべての人を一つにしてください。

彼らもわたしたちの内にいるようにしてください。そ
うすれば、世は、あなたがわたしをお遣わしになった
ことを、信じるようになります。 
        ヨハネによる福音書 17章 21 節  山梨雄一／選 

・キックオフ     ・ＹＭＣＡサービス 

・ＡＳＦ（ＹＭＣＡ若手主事への支援） 

・ＲＢＭ（マラリア撲滅関連事業） 

＜今月は部長公式訪問です＞ 

 

７月 本例会 
日時 7 月 13 日(水)13 時 30 分～15 時 30 分 

会場  会場    東京ＹＭＣＡ 南センター 2 階会議室 
小田急              会費 300 円  

 7/11(月)までに福島書記 03-3371-2122 へご連絡ください 

司会 山梨雄一 

開会点鐘             会長 村野 繁 

ワイズソング  一  同 

聖書朗読・ひと言・お祈り   司 会 者 

ゲスト・ビジター紹介       会長 村野 繁 

ティー・タイム  

ＹＭＣＡ報告           主事  山梨雄一 

卓話「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」 

              東新部部長 細川 剛さん 

おめでとう（誕生日・結婚記念日） 

みんなで唄おう ♪ あめふり♪        一  同        

閉会点鐘              会長  村野 繁 

在籍会員数 5名 

 

メン 

 

5名  

 

＝＝＝  トライアングル  ＤＢＣ  ＝＝＝  

 

（姫路クラブ）    （那須クラブ）   （東京目黒）  

お誕生日おめでとう 

13 橋崎良治さん    8村田紀美子さん   16 山梨雄一さん 

 15岩崎由紀子さん   11 鈴木保江さん 

 

結婚記念日おめでとう 

    ＊＊        ＊＊        ＊＊   

(内・功労会員数) (1 名) 

 

メネット 

 

1 名   

 

 

 

                       

 メーキャップ         0 名 

 

 

ビジター 1 名                          

出 席 率 100% ゲスト 

 

1 名  

ＹＹ指数 160% 本例会出席者数  8 名 

    

クラブ会長  村野 繁（東京目黒） 50 周年を迎えて再出発 

東新部部長  細川 剛（東京）今チャレンジ、明日に向かって 

                ワクワク東新部 

東日本区理事 利根川恵子（川越）明日に向かって、今日動こう 

アジア地域会長Ｔung Ｍing Ｈsiao（台湾）ワイズ運動を尊重しよう 

国際会長   Ｊoan Ｗilson（カナダ） 私たちの未来は、今日より始まる 

mailto:meguro-ys@yahoogroups.jp


 
 
 
 

７月の強調月間テーマ 
キッキオフ 
メンバーの一人ひとりが、東日本区の「明日」を思

い、熱い心と義務感をもって積極的に「今日」行動す
ることが期待されています。 
 
ＹＭＣＡサービス 

YMCA プログラムのサポートはもちろんのこと、
もう一歩積極的に参加し、YMCA とワイズメンズク
ラブの相互理解を深めるプログラムを考え、お互いに
協力し発展していくことが望まれています。 
 
ＡＳＦ 
東日本区においては、日本 YMCA 同盟が実施する

各種プログラムへの支援、担当主事を区大会等へ派遣
する費用補助等に用いられています 
 
ＲＢＭ 
アフリカではマラリアで30秒に1人の子どもの命

が奪われています。しかし、蚊帳をはることにより、
マラリアによる死亡率を 20％低下することができ、
さらに５歳以下の子どもであれば、マラリア感染率を
50％下げることができます。蚊帳使用と早期発見・
治療が伴えば、マラリアによる死亡率を 50％以上少
なくすることができます。 
 

                            

   これからの 行 事 予 定            
                            

6/27～7/2 第 19 回東京ＹＭＣＡ会員芸術祭 
          （ＹＭＣＡ東陽町センター） 
7/13(水)  東京目黒クラブ本例会&第二例会 
          （南センター 3 階ホール） 
7/23(土)  第 1 回東新部評議会（東陽町センター） 
8/4～7  第 72 回国際大会（台湾・台北） 
8/27(土)  東京目黒クラブ本例会&第二例会 
          （村野繁・絢子さん宅） 
 
                     
 東京西クラブ 40 周年記念例会・祝会     
                     
7 月 16 日（土）13:30～17:30 
   会場：中野サンプラザ ブロッサム＆スカイ 
   会費：7,000 円 
 プログラム 第 1 部 記念例会 
       第 2 部 祝  会 
 記念講演  今泉 清氏 
     「ラクビーのリーダーシップ、チーム 

ワーク、ポジテイブ思考」 
 
                     
東京多摩みなみクラブチャーターナイト   
                     
7 月 17 日（日）16 時～19 時    
   会場：Conti(コンティ)多摩センター 
   会費：7,000 円 
 
 

 プログラム   第１部 国際協会加盟認証状伝達式 
               第 2 部  記念プログラム 

第 3 部 祝会 
 
 
【熊本大地震復興支援           
  マラソンチャリティーコンサート】   
＜第１回 オープニングコンサート＞ 
  7 月 2 日(土) 17 時開演（16 時半開場） 
 会場：久我山教会（井の頭線久我山駅 徒歩 5 分） 
 演奏：洗足学園音楽大学曽我部ゼミによる 

  「金管アンサンブル演奏会」 
 参加費：無料（募金のご協力をお願いします） 
 
＜第２回 コンサート＞ 
  7 月 10 日（日） 17 時開演（16 時半開場） 
 会場：久我山教会（井の頭線久我山駅 徒歩 5 分） 
 演奏：トリオ・ゼフュロス「音楽世界旅行」 
  新藤昌子(ソプラノ) 曽我部清典(トランペット)  
  飯 靖子(オルガン) 
 チケット：一般￥3,000  学生￥1,000 
                                                                          
 

    ６月 本例会 報告 
6 月 8 日（水） 13:30～15:00 
     南センター ２階会議室 

 「昼間開催の目黒クラブ例会にどうぞ」と、村野会
長がメールやハガキで案内作戦を展開。それを見て井
川重夫さん(東京コスモス)が嬉しい出席。来会の理由
は「夜の集会出席が無理になったので」とコメントさ
れた。 
６月は卓話なし。例会の話題作りに、加藤祐一さん作
成の動画「サンマの目黒」を上映予定だったが、開会
前に機材不足に気づいた村野会長が自転車で自宅に
戻られたため、山梨主事が代理で開会点鐘、一同のワ
イズソング斉唱まで進み、聖書朗読・一言・お祈りは
村野会長の到着を待つことにして省略。先にＹＭＣＡ
報告を聞き、山梨主事のパソコンに予備保存してあっ
た「サンマの目黒」動画を鑑賞。村野絢子さんから第
19 回東日本区大会(長野で開催)の模様を聞いている
ところに村野会長が到着。外出予定の山梨主事を引き
留めて急ぎ集合写真を撮った。山梨主事は桜美林大学
でリーダー募集に応じてくれた学生に講話するため
に出かけて行かれた。 
ここから本格的な話し合いの時となった。 

先ず、目黒クラブ 50 年の歴史にポイントを絞り 8 分
間に纏めた加藤祐一さんの力作、動画「サンマの目黒」
の感想を述べあった。 
 この動画は、10/8 東新部部会で映写(発表)するこ
とを念頭においた作品にしたいと共通理解を求めた。
50 年の歴史を紡ぐにはもう少し写真を集めたい／Ｂ
ＧＭ音楽にキャンプソングを入れては／著名な卓話
者紹介のテロップ挿入はどうか、等意見が出た。 
 一方、昼間の例会をもっとアピールして、リタイア
した方々を増やす努力をしたい意見もでたが、東新部
部会ホスト役と兼ねた「目黒クラブ終結」ではあまり
にも寂し過ぎないか。東新部部会での発表とは別に、
目黒 50 年記念行事を企画し、例えば兼松豊さんをメ
インにしたコンサート（熊本地震支援チャリティー）
が出来ないかという、前向きの発言を継続検討するこ
とにした。 

  第二（事務）例会  
7/13本例会に続いて行います 

 



6 月の歌、富士田公志さん(姫路クラブ)選曲「めだ
かの学校」を歌い、村野会長の閉会点鐘で終了した。 

出席者【目黒】根本、福島、村野繁、村野絢子、山梨、

【メネット】福島【ビジター】井川重夫(東京コスモス)

【ゲスト】福島宣子、計 8 名。 

出席率 100％。ＹＹ指数 160%、

 
 
                     
 6 月第二例会 本例会において協議しました     
                     
＜卓話予定＞ 
 7/13(水) 細川剛部長（公式訪問） 

8/27(土) ＊卓話とせず、目黒50年と予想される 
       終活？感謝の時を予定。 
       村野夫妻宅で懐かしい仲間と共に。 
9/14(水) 西川喬也さん（村野会長の友人） 

＜その他予定＞ 
・東新部評議会(東陽町センター)村野会長参加 
・国際大会(台湾・台北)    村野会長参加予定 

 

  〜東日本区大会 in長野〜 
12 名でホストした素晴らしい会でした 

   
  第 19 回東日本区大会 6 月 4～5 日 

大会主題「ワイズにひかれ善光寺」 
（原点に立ち本来の扉を開こう）で開かれました。 
今回ホスト役の長野クラブは実にユニーク、メンバー
に司教と僧侶がおられる 12 人です。協力クラブは甲
府、松本、甲府２１、富士五湖、信越妙高と部の垣根
を乗り越えた協力体制でした。 

区大会セレモニーはいつもの通りに進み、メモリア
ルアワーで山口愛二さん8月15日逝去が紹介されま
した。長野プレゼンツは天台声明(しょうみょう)から
始まり、続いて善光寺参りの絵解き口演で全国からの
善光寺参りの盛り上がりを楽しみました。式典は信州
に縁のある曲を一緒に歌って終わりました。 
会場を移した晩餐会は善光寺木遣で開会され、歓迎

挨拶の後は仏教の食事作法で食前感謝を全員で唱和
しました。那須クラブの村田夫妻と同じテーブルにな
り、一緒に記念撮影しました。 
翌朝の聖日礼拝は、長野クラブ会員の丁胤植(ちょん 

ゆんしく)司祭が担当され、十字架を床に置いて「西遊
記から感じたキリスト教の教え」と奨励されました。
「東日本大震災・熊本地震復興支援」として献げた献
金は 101,760 円、これに期間中の募金箱 245,405
円を合わせて日本 YMCA 同盟に託しました。 
東日本区アワー２の表彰式、目黒クラブは CS 献金

一人当たり 1 位になり檀上表彰、福島正さんが年賀切
手収集第 2 位で表彰されました。また目黒クラブは一
人当たり献金で全アイテムに達成賞を貰いました。 
次期理事利根川恵子氏への引き継ぎ式、所信表明、次
期役員の紹介がありました。 
私は北軽沢に用事が出来たためエクスカーション

はキャンセルして帰りました。（村野繁） 

＜これだけ表彰されました＞ 

◆一人当たり CS 献金貢献賞 1 位（6,085 円） 
◆年賀切手収集貢献賞    2 位 福島正（135枚）
◆ＣＳ献金達成賞 
◆一人当たり ASF 献金貢献賞 4 位（625 円） 
◆ＡＳＦ献金達成賞 
◆ＦＦ献金達成賞 
◆ＥＭＣ－Ｃ優秀賞      7 位（出席率 92%） 
◆BF 献金達成賞 
◆BF 使用済切手収集協力賞 
◆TOF 献金達成賞 
◆RBM 献金達成賞 
◆YES 献金達成賞 
◆グランドスラム賞  （一人当たりの目標額以上を 

       ＢＦ、ＴＯＦ、ＲＢＭ、ＹＥＳの全て達成） 

◆ＹIA 推進賞 

◆ロースター広告協力賞 

 
 
兼松豊さん（牧師。元目黒ブランチ・リーダー） 
 目黒クラブ 50 周年記念行事として「熊本地震被災
地支援チャリテイコンサート」企画の嬉しいお声がけ
感謝申し上げます。ご希望の週末は現状では難しいで
す。ウイークデイであれば可能性はあります。また 
上京の機会も最近はあまりありません。という事でご
期待に添えるか按じています。 
 
加藤祐一さん（元ワイズ） 
東新部部会で上映予定の動画を皆さんで見て頂き

ありがとうございます。「目黒のサンマ」をキーワー
ドにテロップから作り、わかりやすくするために物語
を考案しました。サンマのこたえられない旨さ=魅力=
目黒クラブのミッション=楽しい、それを５０年追い



続けたのが目黒クラブです。力二(野畑幸平)さんのワ
イキチは象徴的です。落語が終われば幕が降りるので
す。それを表現してみました。 
 
根本幸子ワイズ 
 今年４月、孫の本間匠が就職して日立に移り住み、
寂しい思いをしていたら、福島さんから手紙をいただ
き嬉しかったと、久々に電話がかかってきました。７
月まで新人研修で忙しくしているようです。 
  
村野 繁ワイズ  
 真剣に目黒クラブのこれからを話し合った時間に
なりました。これで５０年の歴史が終わるとは思えな
い話し合いだったと思います。福島宣子さんの提案も
真剣によく考えられたものでした。 
 
福島 正ワイズ 
 目黒クラブ40周年記念例会（2006年4/22）以後
の10年の足跡を記念誌に纏める作業を進めています。
歴代会長の主題を並べるだけでもクラブの時代背景が
分かり50年の歴史の重みをかみしめています。 
 
                     

 ＹＭＣＡニュース               
            （山梨雄一）   
                      
  6月7日から夏休みシーズンプログラムの申込が
スタートを致しました。今夏から「e-ymca」という
システムを導入し、Web サイトからの受付が可能と
なりました。またボランティアリーダーも夏に向けて、
多くのトレーニングを実施しています。（6/14 座学
トレーニング、6/17-19 山中湖実技トレーニング、
6/24-26 赤城/野尻実技トレーニング） 
 また熊本地震被災地支援として、3 か月目を迎える
7/14 (木)に経堂駅前にて街頭募金活動実施予定です。 
■YMCA・南センター・今後のスケジュール 
7/8(金)～10(日) 三菱商事・東京 YMCA 

リフレッシュキャンプ（妙高） 
7/14(木)17:00-18:00  
   熊本地震支援緊急街頭募金（経堂駅前）予定  
         ※道路使用許可申請中 
7/16(土)～18(月)  
   日本基督教団こひつじキャンプ（山中湖） 
7/17(日)～18(月)  M1 はじめてのおとまり 
         対象：年少～年長（山中湖） 
8/27(土) 東京 YMCA 夏祭り(東陽町センター) 
8/1(月)～31(水) 南センター＜夏季特別休館＞ 
 
                       
     ７月の歌             
                       

    山梨雄一さん選曲 
「あめふり」作詞：北原白秋、作曲：中山晋平 

あめあめ ふれふれ かあさんが 
じゃのめで おむかい うれしいな 
ピッチピッチ チャップチャップ 
ランランラン 
 
かけましょ かばんを かあさんの 
あとから ゆこゆこ かねがなる 
ピッチピッチ チャップチャップ 
ランランラン 

2015～16 年度 目黒クラブ会計報告 

収入の部  金額 支出の部  金額 

会費収入 

ビジター参加費 

名簿代収入 

ロースター広告 

寄付収入 

 

204000 

4,500 

7,000 

20,000 

6,000 

 

 

諸分担金 

名簿代 

卓話者謝礼 

ブリテン印刷代 

リーダー支援 

在京会長会費 

TOF 

CS 

ASF 

BF 

FF 

RBM 

YES 

VLＬF 

ロースター広告料 

区メネット献金 

通信費 

雑費 

89500 

7,０00 

33,000 

12,660 

50,000 

3,000 

6,500 

6,250 

2,500 

10,000 

2,500 

4,000 

2,500 

10,000 

2,0000 

2000 

1,950 

1,428 

収入計 241,500 支出計 264,788 

前年度繰越金 88,346 次年度繰越金 65,058 

総計 329,846 総計 329,846 

 

 

 あとがき   
梅雨の晴れ間、リハビリを兼ねて歩行器(シルバーカ

ー)を頼りに心がけている早朝散歩、その途中で思わぬ
発見に遭遇し感激しました。我が家から20分の所に
「内村鑑三の柏木聖書講堂(今井館)旧跡」の記念碑が
ありました。今井館は内村鑑三に関する記念館です。 

内村鑑三は著書「代
表的日本人」巻頭で
「～おそらく外国語
による私の最後の書
物となる･･････」と述
べ、「明治41（1908）
年1月8日、東京近郊
柏木にて、内村鑑三」
と記してあります。 
現在の表記は新宿

区北新宿1-29-7。ま
た、今井館の移転先 
(目黒区中根1-14-9
)は、東京YMCA目黒
ブランチが1965年
に開設した際に活動
拠点として借用した
大切な思い出の場所
であり、聖書講堂です。
（福島 正） 


